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平成28年度下期助成金事業
第31回研究交流助成金・第31回留学生受入助成金

交付対象者（五十音順）公開用

助成金合計額
研究交流 　642万円　25名

留学生受入　840万円  　7名

種目 No. 氏名 所属機関（略称） 役職 出席学会・会議 開催国・地域
助成額
(万円）

31交流 1 ｱﾇﾌﾟﾗﾀｯﾌﾟ　ﾄﾏｰﾙ
理研/脳科研ｾ/
神経回路・行動生理学研究チーム

ﾘｻｰﾁｻｲｴ
ﾝﾃｨｽﾄ 春季海馬研究会議 タオルミーナ（イタリア） 25

31交流 2 石塚　匠
宮崎大/医学部/
機能制御学講座/物質科学分野

助教 第6回四重鎖核酸国際学会 プラハ（チェコ） 30

31交流 3 WULAER BOLATI 名大/医療薬学 大学院生 神経科学学会　2017年  年会 ワシントンD.C（米国・東部） 22

31交流 4 大野　由夏
明海大/歯/病態診断治療学講座/
歯科麻酔学分野

准教授 第10回欧州疼痛学会 コペンハーゲン（デンマーク） 30

31交流 5 表　紀仁 名大/呼吸器内科学講座 大学院生 アメリカ呼吸器学会年次総会 ワシントンD.C（米国・東部） 25

31交流 6 金澤　裕樹 徳大/医歯薬/医用画像情報科学分野 助教 第25回国際磁気共鳴医学会学術集会 ホノルル（米国・西部） 20

31交流 7 金沢　佑治 京大/耳鼻咽喉科・頭頸部外科 大学院生 第21回国際耳鼻咽喉科学会世界会議 パリ（フランス） 30

31交流 8 小林　翔 山形大/生化学・分子生物学講座 助教 代謝ストレスとレドックス制御に関する国際会議 ベルリン（ドイツ） 30

31交流 9 近藤　直哉
循環器病ｾ/画像診断医学部/
放射性同位元素診断研究室

流動研究員 第64回米国核医学会議 デンバー（米国・西部） 20

31交流 10 櫻井　美奈子 東北大/病理診断学分野 特別研究員 第99回内分泌学会 オーランド（米国・東部） 25

31交流 11 四釜　洋介
長寿研/口腔疾患研究部/
口腔感染制御研究室

室長 第103回米国歯周病学会学術会議 ボストン（米国・東部） 25

31交流 12 篠崎　陽一 山梨大/薬理学講座 講師 視覚と眼科学研究協力会議年会 バルチモア（米国・東部） 25

31交流 13 篠原　啓介 九大病院/循環器内科 医員 実験生物学会2017 シカゴ（米国・東部） 25

31交流 14 中野　竜一 奈良医大/微生物感染症学講座 講師 第27回欧州臨床微生物学感染症学会議 ウイーン（オーストリア） 25

31交流 15 中町　智哉 富山大学/理工学部/理学 助教 第13回VIP, PACAPおよび関連ペプチドに関する国際シンポジウム 香港（中国） 20

31交流 16 中村　正帆 東北医薬大/薬理学教室 准教授 ヨーロッパ・日本ヒスタミン学会合同学術集会 アムステルダム（オランダ） 30

31交流 17 西田　尚弘 阪大/消化器外科学 助教 エンボシンポジウム　ノンコーディングゲノム ハイデンベルグ（ドイツ） 30

31交流 18 朴　　盛浚 長大/医歯薬/病理学 助教 第21回世界老化・老人医学学会 サンフランシスコ（米国・西部） 20

31交流 19 羽田　沙緒里 北大/薬/神経科学研究室 助教 アルツハイマー病学会国際会議2017 ロンドン（英国） 30

31交流 20 馬場　祥史 熊大/生命科学/消化器外科学 講師 米国癌研究会議　2017 ワシントンD.C（米国・東部） 25

31交流 21 福島　新 北大病院/循環器内科 医員 2017年度　米国心臓協会学術集会 アナハイム（米国・西部） 20

31交流 22 藤井　紀恵 京大/血液・腫瘍内科学 大学院生 第59回米国血液学会年次学術総会 アトランタ（米国・東部） 25

31交流 23 堀ノ内　裕也
徳大/医歯薬/
医科学部門生理系/薬理学分野

助教 欧州毒性学会2017 ブラチスラヴァ（スロバキア） 30

31交流 24 森田　唯加 慶大/循環器内科 博士研究員 24th Weinstein Cardiovascular Development and Regeneration
conference 2017

コロンバス（米国・東部） 25

31交流 25 渡邉　正勝 阪大/生命機能/近藤滋研究室 准教授 2017ギャップジャンクション国際会議 グラスゴー（英国） 30

種目 No. 氏名 研究テーマ 出身国
助成額
(万円）

31留学 1
Arnaud Georges
Edmond GERMOND

Cell-quality Assessment of human embryonic stem cells and iPS
cell by Raman spectroscopy

フランス 120

31留学 2 ESRAT JAHAN
Effects of perinatal testostereone surge and iron homeostasis of obese
pregnancy on autism spectrum disorder: a study based on epidemiological
evidences

バングラディシュ 120

31留学 3 Gombodorj Navchaa
モンゴルにおける食道がんPrecision Medicine: モンゴル人におけ
る薬物療法・放射線療法応答性を規定するゲノム情報の探索とそ
の人種差

モンゴル 120

31留学 4 蔡　文倩 Epac 1機能制御による心疾患治療の可能性の検討 中国 120

31留学 5
Santosh Kumar
Gothwal

Genomic Instability and Bcel Malignancy インド 120

31留学 6 Sufian Elfandi Eye Related Diseases. Retinal and Macular diseases. リビア 120

31留学 7 Mohammad Rabiul Karim
Autophagy pathology in acute and chronic hepatotoxicity in rats as a
novel pathogenesis

バングラディシュ 120大阪府大/生命環境科学研究科/ 山手丈至教授室

所属機関（略称）

理研/生命システム/ 柳田敏雄ｾﾝﾀｰ長室

島根大/解剖学講座発生生物学/ 大谷浩教授室

群大/病態腫瘍薬理学講座/西山正彦教授室

横市大/循環制御医学講座/ 石川義弘教授室

京大/免疫ゲノム医学講座/本庶 佑教授室

京大/眼科学/ 鈴間潔准教授室

研究交流助成額　①遠距離30万円　②中距離25万円　③近距離20万円
（希望額が限度）


